
令和３年度　さいたま市優良勤労者・技能者表彰受賞者一覧

【優良勤労者】

推薦企業・団体名 氏名 ふりがな 勤続年数

1   株式会社大宮中央青果市場 中村　 隆明 なかむら　 たかあき 勤続30年

2   株式会社大宮中央青果市場 泉  　 紀子 いずみ　　 のりこ 勤続20年

3   株式会社大宮中央青果市場 川村　 剛史 かわむら　 たけし 勤続20年

4   株式会社埼京プロテック 船山　 邦子 ふなやま　 くにこ 勤続20年

5   日本環境マネジメント株式会社 薄井　 康成 うすい　　 やすなり 勤続20年

6   日本環境マネジメント株式会社 岡田　 博之 おかだ　　 ひろゆき 勤続20年

7   日本環境マネジメント株式会社 尾久　 せつ子 おぎゅう　 せつこ 勤続20年

8   日本環境マネジメント株式会社 小林　 弘子 こばやし　 ひろこ 勤続20年

9   日本環境マネジメント株式会社 髙根澤 良平 たかねざわ りょうへい 勤続20年

10   日本環境マネジメント株式会社 平井　 昭一 ひらい　　 しょういち 勤続20年

11   日本環境マネジメント株式会社 本田　 敏香 ほんだ　　 としか 勤続20年

12   日本環境マネジメント株式会社 水落　 知治 みずおち　 ともはる 勤続20年

13   日本環境マネジメント株式会社 山本　 剛 やまもと　 つよし 勤続20年

【技能功労者】

職種 氏名 ふりがな

1   クリーニング師 梅村　 宗弘 うめむら むねひろ

2   クリーニング師 田原　 豊 たはら　 ゆたか

3   建築大工 五十嵐 秀行 いがらし ひでゆき

4   自動車整備士 小野　 公則 おの　　 まさのり

5   造園師 川俣　 俊文 かわまた としふみ

6   畳職 増永　 幸三 ますなが こうぞう

7   畳職 宮川　 正秀 みやがわ まさひで

8   電気工事士 島田　 英男 しまだ　 ひでお

9   電気工事士 渡慶次 賀敬 とけし　 がけい

10   電気工事士 皆川　 芳雄 みながわ よしお

11   塗装工 渡邉　 勇 わたなべ いさむ

12   配管工 小林　 宏也 こばやし ひろや

13   美容師 関口　 正喜 せきぐち まさよし

14   美容師 村 征丈 つじむら まさたけ

15   麺類調理師 本田　 文丈 ほんだ　 ふみたけ

16   理容師 石井　 孝之 いしい　 たかゆき

17   理容師 　 昇 つじ　　 のぼる

18   理容師 鳥井　 雄一 とりい　 ゆういち

19   理容師 野村　 久子 のむら　 ひさこ

20   理容師 丸　　 壽彦 まる　　 としひこ

21   理容師 横川　 智惠子 よこかわ ちえこ

【優秀技能者】

職種 氏名 ふりがな

1   建築板金工 深澤　 仁 ふかざわ じん

2   自動車整備士 沖田　 直樹 おきた　 なおき

3   自動車整備士 松本　 利之 まつもと としゆき

4   製菓技術士 小堤　 敏幹 こづつみ としもと

5   タイル張工 野村　 晃一 のむら　 こういち

6   畳職 増永　 知明 ますなが ともあき

7   電気工事士 蓜島　 尚久 はいしま なおひさ

8   電気工事士 長谷川 勝彦 はせがわ かつひこ

9   電気工事士 栁　　 浩二 やなぎ　 こうじ

10   とび職 島﨑　 偉久 しまざき ひでひさ

11   配管工 大滝　 和紀 おおたき かずのり

12   麺類調理師 三森　 宗高 みもり　 むねたか

13   理容師 久保田 健司 くぼた　 けんじ

14   理容師 佐藤　 美穂 さとう　 みほ

15   理容師 野澤　 利晴 のざわ　 としはる

16   理容師 丸　　 亮介 まる　　 りょうすけ

（敬称略）


